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1　城下町熊本の明治期作成図 3種から

　久しく筆者は、陸地測量部による正式地形図群に先立
つ、各地陸軍駐在周辺地域の、日本で一番作成年代の溯
上する、2万分 1迅速測図群の存在と、それらが正式図
に対する特色について取りあげる努力を重ねてきた。
　第 2次世界大戦の日本の敗戦による軍の解体により、
明治以来精密さを誇る地形図の前身を物語る、各平野域
駐在陸軍施設作成迅速測図は、全体を網羅する所在目録
を持たなかったため、戦後の市場で見出せる現物から復
原、推定する外なかった。敗戦後、70 年近く経過した
状況に変りない。ただし、その存在が判明した図群それ
ぞれを、多少の作成年代差を含み、通覧するとき、簡略
測量図として、どこの地域にあっても、簡易図なりにほ
ぼ同水準を保ち、描かれており、各地で測量や作図を担
当した専門職の軍人に限らず、一般将校、下士官を含
め、軍教育機関での学習成果を踏え、見事に甲乙つけが
たい状況をよく表わしていると、大いに強調してきた。
　考えれば、欧米の近代的測量、作図など、必要学科の
学習成果によることは当然ながら、その一方で見逃せな

い事実として、旧来の中国伝来、少くとも奈良期以来の
荘園図など、田畑宅地など大縮尺部分図の存在である。
これらは、西欧方式に触れる以前、延々と各地で作成さ
れ、国絵図、町絵図、村方絵図、寺社境内図などとして
継続されてきた。江戸期には、各藩御用絵師団末端に属
する集団が、地域各図作成を担当していた。明治期に入
り、陸軍による近代的測量図作成にあたり、西欧的手法
を学習してはじめて地域図作成となったとみるのは、当
らない。平面的ながら、各集落の位置、方位を正確に表
現することは、早くに果たされていた。ただし、山地や
丘陵、谷間など傾斜地の角度の表現を正確に表わす方法
を心得なかった。山路、坂道など参考注記は加えられて
も、ケバ線や等高線による斜面の平面化立体表現に思い
至れないままであった。
　ところで、西南戦争政府軍司令部が置かれ、攻防激戦
地の熊本城下町の、町場絵図の図描からはじめ、県作成
図、そして陸軍作成迅速測図のそれらを比較することか
ら、切図形式で周辺の同様図化を押し進め、日本全域図
に至ったその過程を通じ見えてくる方向を探してみよ
う。参考に幾つかの図を加える。
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要　約

　現、国土地理院図に継承されてきた、等高線方式による、明治期以降成立の日本の近代的地形図は、
フランス陸軍の行軍演習用 2万分 1図を基本として、明治 13（1880）年以降、全国的作図を開始し
た。その際、日本の主要域の東海道筋から山陽道を経て、九州路に接続する大分手前までを限り、陸軍
省参謀本部所属中央官庁陸地測量部（あるいはその前身）による、関東平野から京阪神地域での迅速測
図方式の試作図群作成を経て、同 19 年精緻な正式図の誕生となった。その一方、上記以外の各地平野
域を中心に、試作図段階の簡易図方式のまま、各地駐在軍演習図として作図された。
　このような場所による変則的手段によったのは、地形図作成担当中央官庁の予算では、各地の図の速
成を果せなかったからであった。各地域の軍予算を都合し、追々簡測図域を正式図に切替えていく方式
によった。さらに今回、近代的陸軍の成立を強く求められていた西南戦争前後の時期、その現地図例城
下町熊本の、現地第 6師団（旧熊本鎮台）による迅速測図群の図描上特徴に注目し、資金面とは別に、
広い図域速成への配慮の一面を読み取れればと考える。

キーワード：銅版（銅刻）、町筋（地名）、木版、折図、坂（地名）、石版、谷（地名）
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ゆったり歩く、馬上以上急ぎのなかった時代の地図、江戸期以来の図描への工夫の施こされた絵図の城下町
である。城内を含め、藩ではなくて、中央政府の出先で、その軍隊の集中していた場所を真中にする、大き
な町の図として、縦横の町筋、当時の道路を中心に置き、実際より広幅で、かつ目立つ黄橙地色に、さらに
その筋の入り組みや曲り方が明白となる黒細線を両側ではさみ込む、少々過剰気味な町筋表現は、道中央の
黒で表した地名の詳しさとともに、町案内としてすばらしい知恵である。

図 1　白川縣肥後國熊本全図　5,290 分 1 を 1/2 に
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筆書き体の少々大まかな描写に対し、ペン書き体の細線そして注記文字の活字明朝体風手書き努力の集大成
例が、この旧城下町に集中分布する、第 6師団司令部を頂点とする各軍施設で、その平面形の兵舎の囲み
が、町筋の家々と、平均的によく細線、すなわちペンでなお手書きの線のゆれが残っているもののまとめら
れている。5千分 1から 1図に編集されて、幕政期に到達した絵図の高みに代わる、近代的測量図とりあえ
ずの成果である。5千の切図 6面に対し、絵図並み 1面にまとめられた。刊行を聞かない理由は何だった
か。

図 2　熊本市街図　1万分 1　明治 33 年 6月　原寸以下同じ
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ペン書き手書体図より数段、直線に刻みこむのに、また平行する極細直線の銅刻に、力を尽くした、絵図と
は反対に、細幅で入り組んだ町筋を、恐らく実際の縮小幅に合わせた城下町図 15,860 分 1 と約 2万分 1で
まとめあげている。連続的に広域でこの詳細な線を伸ばしていくことはなく、町場も中程度の道の混みあっ
た熊本であって可能ともとれないことはない。それにしても旧城下の町中心地、当時の兵舎集中地が、県図
の立場上からか、ほぼ白ヌキの空地状表現なのは、町場の精緻さからみて、大きくバランスを欠く図描であ
る。なお、左上巻紙風図境界線の先に、わずかに見えるケバ線図が、中心となる熊本県管内全体図の一部に
あたる。

図 3　熊本縣管内圖付図「熊本市街」　銅版　15,860 分 1　1885（明治 28）年
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一方に銅刻の微線表現が完成しているのに、6師作成軍用図が、なぜか旧城下の軍施設集中心域を、注記文
字のみに限った空閑地まがいの、地形の高低差も完全省略として、これを取りまく町場も、その周辺の農山
村も細筆書きの、簡略な図描に、これらにはじめて広く採用された、地形表現として一番詳細に描ける等高
線の描入も、この簡略図描に合わせたと言える、線の流れ、そして重なりで、踊っているかの運びである。
当初の関東の図例（次の図 5）から、同じ簡測図かと見られる。なお、測年表示のないこの地域一群図の実
測量期は、多分、西南戦争中乃至直後の、明治 10 年代のことと。測年に対し製版あるいは発行年との間が
離れてしまっているとき、版年のみ表示とする傾向が認められる。例、満州十万分 1の場合など。満州国成
立時、昭和 7、8年版と測年なしで、これらの実測量年は、明治 27、8 年及至同 37-40 年などである。

図 4　熊本近傍之圖第六号　熊本　2万分 1　明治 22 年 2月製版　第 6師團参謀部
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明治 13（1880）年測量の関東地方で試作された、地形図切図の 1面、最初のことで迅速測図ながら、至っ
て丁寧な、細線と活字体風注記あるいは記号で整えられ、道路の平行 2線も間隔一定に仕上げた意慾ある図
描が特徴。同じ内容で図化されている熊本の明治 22 年製版図と比べると、一見別基準によるかに見える。
熊本の方は（図 4）、細筆による教科書体注記文字と等高線の重なりが平行線にこだわらない波打ち描線か
ら受ける、手軽でこだわない全体の描線から、作図へのこだわりを越えたと訴えよう。早い作図そして広が
りが可能に。なお、この図作成、発行時には、日本鉄道は東京の北玄関の「上野」駅を開業到達以前。上野
～熊谷そして前橋（現、新前橋～前橋間利根川西岸）間開通明治 16 年。

図 5　第 1軍管地方迅速測図　東京近傍第 5号　下谷區　2万分 1　明治 13 年測　参謀本部陸軍部
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明治 40 年代の 2色刷東京近傍から、大正の赤図の印象深い 19 面版を経て、約 5年毎に修正版が刊行され、
15 年戦争中、戦時改描版 52 面に拡大された後、敗戦後昭和 30 年代まで 6大都市域に限定の敗戦前から、
各地中都市域に拡大された。その後都市計画図 2,500 分 1 を縮小し各県庁都市に広げられたが、1面か両面
（表裏利用）図が原則。家々を細赤の枠組みで表現のため、現在の 1万分 1は、従来のものより平面的な印
象に。この熊本図描は、立体性を残す、熊本試作図（図 2）にはじまる赤図系統の最終詳細表現版。

図 6　「熊本東北部」「熊本東南部」（上下接合）1万分 1　昭和 32 年測　地理調査所
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2　白川県期城下町熊本大判色刷絵図

　江戸期以来の伝統を継ぐ、木版 5色刷により、熊本の
町筋が黒の細線に囲まれた太い橙がかった黄色の面で引
かれ、よく目立つ図である。この図がめざす各町筋案内
を、黄色の面と対照する黒を細線で両側を限り、まとめ
た感覚は秀逸である。
　一方、江戸図幕末切絵図の色分けと同じ、寺社地に対
する牡丹色地部分について、木版刷らしさに気品を加え
る工夫としての陰刻を採用しているのは、この図の手の
込んだ所である。ただし、陰刻となる寺社名部分を色無
しの白地としたため、白周辺の牡丹色地が明確さを欠く
と、経年変化で色が薄れ、褪色気味となり、折角の風格
表現が、地図の基本である名称を不確実化させ、ボヤケ
を生じているのは、作図時の工夫を考えると惜しまれ
る。もちろん、すべての牡丹色地が白の陰刻による寺社
名というのでなく、その差は凡例も見えないので、推定
のほかないが、目立つ墨色陽刻表現も見えており、多分
この方は、知られた寺社、格あるものについて名称、位
置など図上も明白である。どちらを表現上採用するか、
刻手、刷手の熊本の町に対する、一定の認識を共有して
いた上でのことと考えるほかない。
　もうひとつ気になると言えば、城下町を縦横に流れて
いた自然河川に人工河川を含め、すべて濃い藍色の塗り
つぶし、すなわち大小幅ある面表現にともなう、強い各
区画表現についてである。たしかに広い町場に記入され
た縦横さ河川の藍以上で表示された色対照も程良い黄地
で幅広、かつ町筋名称それぞれ脇付けされ、黒字として
明確さこの上ない。したがって、これら町場をそれぞれ
区分するかのような、各河川の濃い藍色は、町表現の平
板さを防ぐ工夫として、見事である。
　しかし、河川が藍一色で満たされているのは、水豊か
に河川敷一杯に流れていることとなり、河岸内の情報は
水面のみとなり、これ以外を拒否する強い印象となる。
河川は水面で満たされ、これ以外の状況はあり得ないと
突き放なされる。
　ただそのような水部の画一的表現のなかで、川沿いに
橋々が示されるほかに、珍らしく今回取りあげた各図中
芝居定打ち場所としての河原に、自然河川「白川」沿い
に 4ヶ所、「定芝居」とする丸囲みが見られる。1ヶ所
は、「長六橋」下流の城側に、上下に分れて記入され
る。そして、その対岸「本山河原」（熊本城下に対し本
山村内の意か）に 1ヶ所丸囲みされている。さらに、も
う 1ヶ所は少々上流側の「安宅橋」下手、大江村からの
分水が、本流に合わさるその先端部の城の対岸位置にあ
たる。熊本で芝居の野外公演様式の継続状況を伝えて興

味深い。長六橋下手の現、「中央公園」がその場所にあ
たる。（図 6　左下隅参照）
　図周辺となる集落にも詳しいが、図の限りまで表現が
同じとはならないで、途中一定農地部を斜線記号で描く
所で空白を残す形で終わる。官製地形図に見られる、切
図方式の別図への接続することはなく、大小は問わず 1
図限りの図描である。
　城下町の中心、築城域の絵図表現は、「鎮臺兵舎」「鎮
臺屯所」と白地に黒字で敷地を囲み表現するばかりで、
「病院」「夷館」「洋学校」「醫学校」「洋学校屬邸」な
ど、当時新政府を代表する官公庁の場所表示に止まる。
それらに達する城下から登る道が囲む途中で道の表現を
止め、天守閣の位置は描かれていない。しかし、各城
門、長塀など絵記号を含めて表現され、城の高台の石垣
は、細い 2本線記号で、よく記入され、また高台への途
中までで終わる道の中に、多くの「サカ」名のほか「タ
ニ」その他傾斜地名称が、詳細である。単なる 2本線に
加え、間にタテ線のある記号は、現、地形図の「崖地」
に相等するとすれば、大きな急傾斜土手地、あるいは、
熊本城を特色づけている高くて急な石垣にあたるとなろ
う。
　旧城内所在の新政府軍用施設について、各構造物の平
面形で表わされる内容は、まったく表現されていない。

3　熊本県明治 18 年作成管内図付図　　　
「熊本市街」

　熊本鎮台の置かれた旧城高台域を、北から東そして南
を経て西へ一周して白川と合流する濠と、それを取巻く
石垣、全体としての平面形の地割図描の、その内部の詳
細は、記号凡例の指示以上で、少々不確実となるが、鎮
台記号の星印周辺、旧城天守閣を含む各石垣、それぞれ
の平面形は、木版の絵図図描の柔かさに対し、銅刻の生
む堅い直線交差の精緻さというぐあいに対照的線描とな
る。そして、じつに細かく表現され、石垣周辺の土塁と
予想されるケバ線記号による長短表現の整いかたから、
各出丸（とりで）が見事に図化を果している。残念なが
ら、旧天守閣を支えた大石垣は、図上見当らないが、そ
のすぐ北西濠角を占める宇土櫓の石垣は認められる。
　現、JR鹿児島本線熊本駅先、白川畔に位置した白川
県庁から明治 9年以降、城の東側同川畔に移動し熊本県
庁となった県政中心は、警察署と隣接し、共に具体的平
面形を表現する、別格な図描をとる。明治新政府の象徴
であることを敢えて表現して置きたかったところであろ
う。その一方、旧幕期以前からの象徴、藤崎宮が、城の
西側から、県庁近く「千反畑」の白川西岸角に見られ、
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旧地は空地である。西南戦争の攻防の影響を感じる。
　旧城高台の南側平地の「山崎」に、広くほぼ全域を、
かつて「鎮臺屯所」そして「旧騎馬場」とをまとめ、広
い「練兵場」を城下に設けているのは、西南戦争後の九
州の防備を人々に周知させ、それを実施したことであ
る。
　ただし、この県版銅刻図の精緻さに不足するのは、県
図として利用に不足はないとしても、伝統的平面表現に
限定された絵図段階から、近代的地形図に必要な立体的
表現への展開となるケバ線の使用範囲が、なお極めて限
定的な所にある。旧城高台と城下町西端、旧城主細川家
廟所所在地、花岡山近辺に表現されるに止まる。図全体
の立体的表現は、軍作成の迅速測図に採用された、その
図全体に施こされた等高線方式まで待たなければならな
かった。
　考えれば、城の石垣、土塁に囲まれた城内道路の石段
は、まず表現されていない。白川県絵図の城内道路に、
「坂」をはじめ「谷」付く名称を記入するのが、斜面表
現の方法であった。その緩急は間接的にその名称から読
み取るよりほかなかった。命名法が頼りであった。
　終りになるが、この銅刻図が果した利点に、図外地表
現として、単なる空白を置くという、大きな図描上の落
差を、農地記号の転用と見られる斜線交互模様で一定幅
の境界移行表示を細線で表現できたことである。

4　第 6師団明治 22 年作成熊本周辺　　　　
2万分 1迅速測図群

　これまで例示した 2種類の、城下町絵図（2）、県版付
図の熊本市街（3）は、いずれも、1面限りで構成、完
結している図であった。これに対し、第 6師団司令部が
明治 22 年製版した迅速測図は、城下町域 1図に限られ
ない周辺をやや広く含んだ、連続する 7図にわたる切図
形式をとり、かつこれまで使われていなかった等高線に
よる立体表現の地形図で、ケバ表現より地形図として、
より優れた、現在図に永く変らず使用され続けている、
単純ながら確かな描法である。
　この軍作成 7面図は、各図郭内一杯に図描されるとこ
ろまで、切図として広い図域をもつ迄に至らず、図の周
辺に未測地の空白部分を残すが、城外の町も村も、平地
も山地も、すべて同じ規準にしたがい図化されていると
ころに、またそれが広い範囲に、すなわち 7図域にわた
る、熊本の城下町近辺に、はじめて及ぼされたことに、
軍作成図の特徴がある。ただし、迅速測図のために図描
の精密さは求められず、緩やかな線描のうえに、省略さ
れた表現内容が注目される。とくに旧城周辺に、集中し

て設置されていた陸軍各施設、中心の高台旧天守閣域に
所在した「第六師團司令部」をはじめとし、それぞれ隣
接して、各科聯隊、大隊等の平面的敷地が、細い囲み線
で表示されるが、至って簡略な敷地内部構造無表示のた
め、城跡の高台にそれらが分布しているとは、この図描
からにわかに考えがたい。この図の示すところは、平坦
面の広がりである。わずかに痕跡らしく石垣をともなう
城門の構えと分るのは、1ヶ所「歩兵第十三聯隊」敷地
北側、極細二重線による 4mmほどの凹凸部分にすぎな
い。長さにして 100m前後のところである。その前後に
続けてケバ線とも点線とも取れる線描に気付くが、城内
の崖線表示と見られないこともないが、じつに弱い表現
で、見のがしても仕方ない。と言うのも、旧城中心地の
筈の司令部の囲み部分には、坪井川に囲まれた平地表現
で、崖や大きな段差を想定させる記号らしきものが、ま
ったく描かれていないのである。要塞の機密に属したか
と思えてもくる。
　町筋に並ぶ家々の、強い黒の表現が、熊本城域に集中
分布していた司令部をはじめとする陸軍各施設を取り囲
むように、東、南、西の三方に部厚く描かれて、なかの
ほぼ無記号に近い、空地を思わせる、白地表現で、小さ
く陸軍諸機関名を注記するのは、軍発行図として、どの
ように考えればよいかとなる。周辺一般の土地に演習を
行なうのに、必要な状況を把握するため、この迅速測図
群が作成されていたとすれば、自己施設を単なる所在表
現に止める簡略方式により、一般地の表現に重点を置く
とともに、自己の簡略化で他方の測量範囲を少しでも広
く、かつ速く図化することにあったとなろうか。このよ
うに考えられるとすれば、従来からの絵図、あるいは新
政府の県蔵版市街図に対し、旧城域の地形描写が軍の迅
速測図で、かえって省略されたことが理解できよう。
　一方、等高線の地形表現をはじめて採用した軍の迅速
測図により、周辺町村の図描が向上かつ拡大されはじめ
る。さらに、簡略図描から正式な詳細図描に転換が進め
られ、全国図成立へと軌道に乗りはじめる。城下町をは
じめとする町場限りの図が、軍の周辺農山村部迅速測図
群切図の成立を通じ全域図完成に向かい、その間に地域
毎の中心域に限られていた地形など詳細図描が、一斉
に、周辺域にも及ぼされ、逆転するかに詳細化が進行し
はじめた。

5　城下町熊本図から見た正式図への展望

　今回、伝統的城下町絵図、県版市街図、そして陸軍作
成旧城下広域図の 3種の図描特色を取りあげてきた。
　なかで迅速測図の軍作成図の図描で簡略度が高かっ
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た。同じ迅速測図ではじめられた、正式図の試作図切図
の最初の作品であった「第一軍管地方図」関東平野域 2
万分 1の図描は、熊本近傍図群のそれとは比較できない
ほど、ペン書き細線描で詳細に努め、注記文字も明朝体
の手書が明らかである（図 5）。これに対し、熊本図群
は筆書き体で、線描は比べるまでもなく太目で波をう
ち、詳細さから程遠い大らかな図となっている。細かい
配慮から抜け出した図描に逆戻りしたかである（図 4）。
　あるいは従来の絵図的筆力しかもち合わせなかった人
たちの参加作品とも考えられよう。その一方、この程度
の省略法は通用させたとすると、どうだろうか。それは
手軽に、多くの人たちも加え図がまとめられたことを意
味する。図描基準を広げれば、一日でも早く、図はまと
めやすい。ここを要点にするとき、まず大らかさを含
め、一日でも図数を増やす方策を建てたとして、6師団
の大きな省略、そのいかにも簡易な図面に接する理由が
納得されてくるのではあるまいか。省略表現こそが、一
見矛盾するが、当座正式図成立への道を開く、早道であ
ったと見るのはどうだろうか。

注

1）　「白川縣肥後國熊本全圖」　発兌　坂田信存　改証松
岡来茂と、670 × 905mm（ヨコ×タテ）十字形 4枚つ
なぎ厚手和紙右下隅に囲み内に表示の、やや大判 5色刷
（黄、黒、藍、牡丹、緑）木版。発行時など表示なし。
「白川県」が明治 5～ 9（1872 ～ 76）年限りであったこ
とから、この間、西南戦争以前の城下町状況を描いたも
のと。折図。表紙、裏表紙にあたり折面（151 × 223）
に白紙の裏打ち。その裏表紙に、「十年四月十六日熊本
二而求」「新潟縣士族　小川良貞」と墨書（3行）。
　西南戦争時、政府軍として参加、守備にあたった一人
の購入図。現状は「帙」入り。図の状況は色版ズレ部
分、図周辺に。また水濡れ、牡丹色に折り面反対側に薄
く写る箇所僅かに見られる程度
　絵図として縮尺表示は見られないが、地形図との比較
から、約 5290 分 1 相等かと。
2）　「熊本市街図」1万分 1　やや薄手和紙に、図郭線中
太線 1本のみのなかに描かれ、上記図題のほか、発行部
署も発行年度関連数字も見られない図であることは、多
分に試作図かと。陸測今村技師旧蔵図のうちなのも、こ
の予想を濃くしよう。一方、類似図描を、熊本の軍団迅
速測図刊行図中に求めると、5千分 1図群（縦長図 6面
構成）のうち、明治 33（1900）年 6月補修分の縮図と
判明した。（168 × 210）
3）　「熊本縣管内圖」　18 万分 1　ケバ式墨刷　銅刻　厚

手洋紙　折図　明治 18（1885）年 3月　熊本県　監修　
林　知英　製図　百瀬彌堅　明治 18、10、21 版権免許　
同 19 年 10、25 出版　熊本区新二丁目　長崎次郎　布張
り厚紙鋏込み（77.7 × 80mm〈ヨコ×タテ〉）題箋付き　
図内付図のうち「熊本市街」　180 × 252mm左上各
90mm近くを欠く　ケバ表現　城内一部と花岡山に限ら
れる。
4）　「熊本近傍之圖」自第一号　至第七号　一覧表　糊
付包紙　表に分布図　横に右から左へ 2行づつ付番最後
4段目「第七号」は左側で終わる。
　分布図の下に、「明治廿二年二月第六師團参謀部石版
印刷」とあり、一方題箋 に「明治廿二年五月十日拂下　
奥村郁太郎」と墨書。発行直後に入手と分かる。
　また、22 年版「熊本」を例に図郭内を計ると、454 ×
304（ヨコ×タテmm）であり、続く熊本図群の 44 ×
35cmほぼ、と比べ一まわり小さい。その後の図割、図
名に影響してくる。
5）　「下谷區　東京近傍第五號（第一軍管地方迅速測
圖）2万分 1　明治 13 年測量同 19 年製版 20 年 8 月 26
日出版　参謀本部陸軍部測量局
6）　1万分 1地形図「熊本東北部」「熊本東南部　昭和
32（1957）年測量　同 34 年 4 月発行　地理調査所
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